
 

表紙レイアウト例 
 

  

管理番号         

 

研究実施計画書 

 
 

課題名 「                         」 
 

 

 

 

 

 

 

 

本院研究責任者： 

所     属： 

職     名： 

 

TEL ： 

E-mail： 

 

2015 年 7 月 1 日   計画書案  Ver. 1  作成 

 

 

 

 

黒字 テンプレート部分； そのまま使用可能 

赤字 解説部分；  完成時に削除 

青字 例文  ；  適当に変更 

 

前向き観察研究用 

 

「研究実施計画書」作成の手引 



- 1 - 
 

１.研究の背景と目的 

1.1 研究の背景 

 研究の背景、意義などを簡潔･明瞭に記載してください。専門外の審査委員にも、研究の

背景や意義がわかるように記載してください。 

①対象疾患についての簡単な説明 

②本研究を計画するに至った動機と、本研究で解決しようとする問題点 

注意： 引用した参考資料・文献は該当箇所に肩番号をふり、本計画書の項目17に参考資

料・文献リストとして記載してください。 

1.2 研究の目的と必要性 

あまり長くならず（3～5行程度）、端的に以下の項目を含めて記載してください。 

①本研究により何をどのように明らかにしたいかという目的 

②本研究の必要性、臨床上の意義 

1.3 研究の表題 

  本計画書をまとめる最後に決定して下さい。特別に字数の制限はありませんが、通常は１

行で収まる程度に。その中にはKey Wordを必ず含んで下さい。説明をつけた方が判りやす

い場合には、副題を付ける方法があります。 

 

2. 対象者 

対象患者に関して記載してください。 

（例）対象は○年○月～○年○月までの期間に当院を受診した、高血圧を合併するインス

リン非依存性糖尿病患者。ただし以下の適格規準をすべて満たす患者。  

2.1. 選択基準 

対象患者の年齢（下限と上限）、性別、詳細な疾患分類（検査値や評価スケールの範囲、

罹患期間等）、前治療の有無等々 

注意 1： 選択基準とは研究の結果、治療法の有効性が示された場合に、その治療法を適

応することが妥当とみなせる対象集団を規定するものです(外的妥当性)。 

注意 2： 記述する際は他分野の研究者が理解できる、できるだけ平易かつ明確な表現を

用いて記述してください。  

（例）以下の基準を全て満たす患者を対象とする 

１）血清中C型肝炎ウイルス抗体陽性 

２）同意取得時において年齢が20歳以上75歳未満 

3）性別不問 

2.2. 除外基準 

以下の事項などについて可能な限り具体的に数値で表現してください。 
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①治療歴、既往歴、合併症、臨床検査値等に関する事項 

②併用薬・併用療法に関する制限事項 

（例）以下のいずれかに抵触する患者は本研究に組み入れない。 

1） 観察期に測定したＸＸＸ値が 500 mg/dlを超える 

2） HBs抗原陽性 

3） ○○○○を服用中 

 

3．研究の方法 

3.1研究の種類・デザイン 

介入を伴わない前向き研究（前向き観察研究） 

3.2 研究のアウトライン 

研究の方法を具体的に、かつ簡潔･明瞭に記載してください。先行研究の論文などの書き方

を参考にするのが実際的ではあります。 

3.3 個々の被験者に関する中止基準 

症例の中止基準を記載してください。 

（例）研究責任者または研究分担者は、次に挙げる理由で個々の被験者について研究継続

が不可能と判断した場合には、当該被験者についての研究を中止する。その際は、必要に

応じて中止の理由を被験者に説明する。また、中止後の被験者の治療については、被験者

の不利益とならないよう、誠意を持って対応する。 

1)被験者から研究参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 

2)登録後に適格性を満足しないことが判明した場合 

3)研究全体が中止された場合 

4)その他の理由により、医師が研究を中止することが適当と判断した場合 

3.4 被験者の研究参加予定期間 

被験者の研究参加予定期間（最短と最長）を記載してください。 

 

4．観察・検査項目とスケジュール 

①研究に必要な観察および検査項目を具体的に列挙して下さい。 

②経過を追って観察する場合は、下記のようなスケジュール表を付けてください。 

（例） 

(１)被験者背景： 識別コード、性別、生年月(or年齢)、人種、入院・外来の別、身長、体重、

合併症、既往歴、現病歴、前治療など 

(２)全身状態： PS（Performance Status）、体重  

末梢血算：白血球数、好中球数、ヘモグロビン、血小板  
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血液生化学：総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、GOT、GPT、BUN、クレアチニン、

LDH、カルシウム、ナトリウム、カリウム、CRP、FBS（空腹時血糖）  

腫瘍マーカー：CEA、CA19-9  

＊観察および検査スケジュール表（例） 

  観察期間 （12 ヶ月間） 

期間 治療前 0Ｍ 3M 6M 9M 12M 

同意 ○      

患者背景 ○      

血圧、脈拍数  ○ ○ ○ ○ ○ 

血液生化学検査  ○ ○ ○  ○ 

尿検査  ○ ○ ○  ○ 

服薬状況  ○ ○ ○ ○ ○ 

有害事象  ← ○ → 

 

5. 目標症例数と研究期間  

5.1. 目標症例数 

目標登録症例数を記載してください。 

5.2. 研究期間  

研究期間（登録期間と追跡期間）を記載してください。  

 (例)登録期間：臨床研究等倫理審査委員会承認後～2018年3月  

 

6．エンドポイント(評価項目)の定義 

エンドポイント(評価項目)とその定義を記載してください。 

（例）主要評価項目（Primary Endpoint）： 全生存期間 (OS: Overall Survival) 

副次的評価項目（Secondary Endpoint）：無増悪生存期間（PFS: Progression Free  

Survival）、安全性 

注意：全生存期間Overall survival の定義 

登録日を起算日とし、あらゆる原因による死亡日までの期間。  

生存例では最終生存確認日をもって打ち切りとする。  

追跡不能例は追跡不能となる以前で生存が確認されていた最終日をもって打ち切

りとする。  

 

7．統計的事項  

あらかじめ統計解析方法を明示しておくことが望ましい。 
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８. 有害事象の評価・報告 

侵襲がある場合(本研究のために加える侵襲、通常の採血など軽微な侵襲は除く) 

侵襲がある場合は侵襲によって発生すると考えられる有害事象と発生した場合の対応

方法を記載してください。 

(例) 本研究は介入を伴わない前向き観察研究であるが、本研究による侵襲によっ

て、・・・・。 

侵襲がない場合 

(例)本研究は介入を伴わない前向き観察研究であり、本研究による新たな侵襲はなく、

研究に伴う有害事象の発生の可能性はない。 

 

９．臨床研究を実施することにより期待される利益及び予想される不利益 

臨床研究に参加することで、結果として被験者に期待される利益、および不利益について

記載してください。 

 

10．研究の終了、中止、中断 

10.1. 研究の終了 

(例) 研究の終了時に研究責任者は、速やかに研究終了報告書を病院長に提出する。 

10.2. 研究の中止、中断 

(例)研究責任者は、以下の事項に該当する場合は研究実施継続の可否を検討する。 

1）被験者のリクルートが困難で予定症例を達成することが到底困難であると判断された

とき。 

2）予定症例数または予定期間に達する前に、研究の目的が達成されたとき。 

3）臨床研究等倫理審査委員会から実施計画等の変更の指示があり、これを受入れること

が困難と判断されたとき。 

 

11．倫理的事項 

11.1. 遵守すべき諸規則・指針 

遵守すべき綱領、法律、規則、指針などを記載してください。  

一般に、「世界医師会ヘルシンキ宣言（2008 年ソウル修正）」、及び「人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針」は必ず含めてください。  

（例）本研究は、ヘルシンキ宣言（2008年ソウル修正）及び「人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針」（平成26年12月22日）に従って実施する。 

注意： 基本的な倫理指針は、本院ホームページ→ 倫理委員会・臨床研究→ 臨床研究→ 臨

床研究に関する諸指針 からダウンロード可能です。 
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11.2. 実施計画書等の変更 

実施計画書や同意説明文書の変更を行う場合は、臨床研究倫理審査委員会の承認を必要と

します。 

11.3. 説明と同意（IC; Informed Consent） 

＊前向き観察研究の同意取得方法は、試料等の利用状況により次の 3 つの方法があります。

当該研究に適した方法を選択してください。 

1) 文書により同意を取得する対象 

人体から採取した試料等を用い、その採取が侵襲性を有する場合。生検や研究用採血

が行われる場合（採血回数が増える場合を含む）が該当します。採血回数が増加しな

いが採血量が増える場合も、文書による同意取得を推奨します。 

2) 説明内容と同意について記録を作成する（カルテに記載）対象 

人体から採取した試料等を用い、その採取が侵襲性を有しない場合。尿や体液、残余

手術標本などの試料を用いる場合が該当します。この場合、説明内容を簡単に記載し

た文書を作成し、それを用いて説明することを推奨します。また、この方法を用いた

場合、学会や論文発表の際、「文書による同意を得た」とは書けませんので、注意して

ください。 

3) 当該臨床研究の情報公開を行う対象 

日常診療のみのデータを使用する前向き観察研究（学会等の患者登録などを含む）で

適用可能です。日常診療より検査回数が増える、などの場合は適用させないでくださ

い。また、この方法は同意を取得したことにはなりません。学会や論文発表の際、「被

験者から同意を得た」とは書けませんので、注意してください。 

「同意を得た」と記載する必要がある場合は、上記①、②の手順で実施してください。 

 

1) 文書により同意を取得する場合の手続き 

臨床研究等倫理審査委員会で承認の得られた同意説明文書を患者に渡し、文書及び口

頭による十分な説明を行い、被験者の自由意思による同意を文書で得る。同意文書は1

部コピーして被験者本人に手渡し、原本は本院診療情報管理課が保管して、カルテに

はスキャンした画像を保管する。 「被験者の同意に影響を及ぼすと考えられる有効性

や安全性等の情報が得られたときや、被験者の同意に影響を及ぼすような実施計画等

の変更が行われるときは、速やかに被験者に情報提供し、研究等に参加するか否かに

ついて被験者の意思を予め確認するとともに、事前に臨床研究倫理審査委員会の承認

を得て同意説明文書等の改訂を行い、被験者の再同意を得る。 

2) 説明内容と同意についてカルテに記録を作成する場合の手続き 

本研究は観察研究で、人体から採取された試料等を用いるが、その採取は侵襲性を有
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しないため、臨床研究倫理指針の規定により、以下の手順により同意を取得する。 

研究担当者は、臨床研究に関する倫理指針で規定された説明事項を被験者（代諾者が

必要な場合は代諾者を含む、以下同じ）に説明し、その内容と同意を得たことの記録

を作成する（カルテに記載）。 

研究担当者は、被験者の同意に影響を及ぼす情報が得られたときや、被験者の同意に

影響を及ぼすような実施計画等の変更が行われるときは、速やかに被験者に情報提供

し、研究に参加するか否かについて被験者の意思を予め確認するとともに、被験者の

再同意を得ることとする。その手順は上記の方法に準ずる。 

 

注意； 同意取得時の説明には、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の第５章 

第１２ ３ 説明事項 の２１項目を原則的に実施するが、特に以下の内容を含むも

のとする。 

①研究への参加は任意であること、同意しなくても不利益を受けないこと、同意は撤回

できること 

②研究の意義（背景）、目的、対象、方法、実施期間、予定被験者数 

③研究に参加することにより期待される利益、起こりえる不利益 

④個人情報を含めた試料等の取扱い、保存期間と廃棄方法、研究方法等の閲覧 

⑤研究成果の発表および特許が発生した場合の取扱い 

⑥研究に係る被験者の費用負担、研究資金源と利益相反 

⑦研究の組織体制、研究に関する問い合わせ、苦情等の相談窓口（連絡先） 

 

3) 当該臨床研究の情報公開を行う場合の手続き 

本研究は、臨床研究倫理指針の「観察研究であって、人体から採取された試料等を用

いない場合」に該当し、研究対象者からインフォームド・コンセントを個別に受ける

ことを必ずしも要しないと判断されるが、当該臨床研究の目的を含む研究の実施につ

いての情報を公開しなければならない。そのため、本研究では、臨床研究倫理審査委

員会で承認の得られた文書を本院のホームページに掲載することにより、情報公開を

行うこととする。 

11.4. 代諾者による同意が必要な研究対象者の場合 

(例)本研究では未成年者を対象に加える。代諾者は、被験者の父母ないしは祖父母とする。 

11.5. 個人情報の保護  

被験者の個人情報保護に関する留意点を記載してください。  

当院外にデータを送付しない場合は 例1、送付する場合は 例2 を使用してください。 

(例1) 研究実施に係る試料等を取扱う際は、被験者の個人情報とは無関係の番号を付して
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対応表を作成し連結可能匿名化を行い、被験者の秘密保護に十分配慮する。対応表は研究

責任者が厳重に管理する。研究の結果を公表する際は、被験者が特定できる情報を含まな

いようにする。また、研究の目的以外に、研究で得られた被験者の試料等を使用しない。 

(例 2) 研究実施に係る試料等を取扱う際は、被験者の個人情報とは無関係の番号を付して

対応表を作成し連結可能匿名化を行い、被験者の秘密保護に十分配慮する。対応表は研

究責任者が厳重に管理する。試料等を研究事務局等の関連機関に送付する場合はこの番

号を使用し、被験者の個人情報が院外に漏れないよう十分配慮する。また、研究の結果

を公表する際は、被験者を特定できる情報を含まないようにする。研究の目的以外に、

研究で得られた被験者の試料等を使用しない。  

 

12．研究の費用負担  

12.1 資金源及び利害の衝突（利益相反；COI、Conflicts of Interest ） 

資金源及び利害の衝突（conflicts of interest）を起こしうる財政上の関係について記載

してください。COI の報告には、本院ホームページ→ 倫理委員会・臨床研究→ 臨床研究

→ 申請書・同意書→ 利益相反報告書をダウンロードして、用紙に記入後提出してくだ

さい。COI がない場合にも、報告書は提出してください。提出の際は、あらかじめ臨床研

究部員に御相談下さい。 

(例) 本研究の資金源は、本院研究費補助制度による。なお本研究を実施するにあたり、

研究の結果及びその解釈に影響を及ぼすような COI は存在しない。 

12.2. 被験者の費用負担  

下記から、研究内容に応じて適切な方を選択してください。 

（例1） 本研究で用いる医薬品および実施する検査はすべて通常の健康保険による診療内

で実施されるため、研究に参加することによって患者の費用負担が増加することはない。 

（例2） 本研究のうち、○○と○○は○○の研究費で負担する。それ以外は通常の健康保

険による診療内で実施されるため、研究に参加することによって患者の費用負担が増加す

ることはない。 

12.3. 健康被害に対する補償 

研究内容に応じて適切な方を選択してください。 

(例1) 本研究は観察研究であり、日常診療を行って被験者の試料等を利用するものである。

また、試料等の採取に侵襲性を有していない。従って、本研究に伴う被験者への健康被害

は発生しないと考えられるため、補償は準備しない。 

(例2） 本研究は観察研究であり、日常診療を行って被験者の試料等を利用するものであ

る。その際、試料等の採取に侵襲性を有するため、被験者に健康被害が発生する可能性が

ある。その際は、研究担当者は誠意を持って対処し、適切な医療を提供する。その費用は
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被験者の保険診療で行い、本研究による特別の補償は行わない。 

以上の点をあらかじめ被験者に説明し、同意を得ることとする。 

 

13．試料等の保存及び使用方法並びに保存期間 

13.1.試料等の保存について 

  試料等の保存について記載して下さい 

本院の場合研究責任者は、研究等の実施に係わる検体並びに必須文書（申請書類の控え、

病院長からの通知文書、各種申請書・報告書の控、被験者識別コードリスト、同意書、症

例報告書の控、など）を○○の鍵のかかるロッカーに厳重に保存し、研究発表後３年に廃

棄する。 

13.2. 試料等の二次利用について  

ここでの二次利用は研究結果の二次利用ではなく、試料そのものの二次利用について記載

してください。利用する予定があるときのみ記載してください。 

（例）本試験で得られた試料等について、改めて研究計画書を作成し臨床研究等倫理審査

委員会の審査を経て承認された場合に限り、個人識別情報とリンクしない形で試料等を二

次利用することがあり得る。   

 

14. 研究の進捗状況の報告 

進捗状況の報告に関して記載をしてください。 

（例）研究の進捗状況を原則的に１年に１回、臨床研究等倫理審査委員会に報告する。臨

床研究を終了したときは、病院長にその旨及び結果の概要を文書により報告する。 

 

15．研究成果の帰属と結果の公表 

研究成果の帰属先と研究結果の公表に関して記載してください。 

（例）研究の結果は、研究責任者が研究を終了した○○年頃に投稿論文として公表をする。 

 

16．研究組織と教育について 

①研究責任者は本院の常勤職員である必要があります。分担研究者には特に制限はありま

せん。 

②研究活動希望者は、臨床研究に関する講演や、臨床研究の実施に必要な知識についての

院内講習、あるいはインターネットの 「ICRweb臨床研究入門」 でのe-learningなど、

必要な教育を受けてください。本院医局横の図書室にも、臨床研究に関する書籍コーナ

ーがあります。これらの点については、臨床研究部員に遠慮なく御相談下さい。 
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  本院単施設研究の場合 

      氏 名    所 属     職 名      連絡先 

   ○  中央次郎    消化器外科     科長       内線 ○○○○ 

      太子園子    リハ課      理学療法科     内線 ×××× 

  （○ 研究責任者） 

 

17．参考資料・文献リスト 

実施計画書に引用された文献は、引用順に番号を振り、その番号順にリストを作成してく

ださい。引用の記載方法については特に指定はありませんが、学術雑誌の場合には全員の

著者名、論文タイトル、雑誌名、巻、ページ、年号の情報を記載してください。 

 

 

 

( 本手引きは、山口大学医学部付属病院臨床試験支援センターのものを参考にしています) 
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